クラウド7了シティ>クとは、群衆(e「o物d)

諾諾誓嵩。器会議
など、様々な理由でお金を必要としてしlる人に対
インターネットを通じて支援をする、こうしたイン
る仕組みを言しiますo

了メり力やイギIlスではクラウド7了シティンケは資
のになりつつあります。日本でもしiくつかのケラウド7アブディ>

てしlます。プロジェクトを立ち上げる実行者自身も個人団体、企業自治体な
様々です。
「KA孤SⅢ恥E」は、日本初のクロスチャン向けのワラウド7了シティ>ヴプラ・】

ホームをプレオープンさせます。
ぜひ、皆さんの中に企画・活動のために資金が必要な方々はご利用くださしI !

企画を行う人

企画を支援する人

しまニJOた

国語

クリスチャン求人広告
お申込み・お問い合わせは、はこぶね便事務局まで→禽042‑660‑0701

特定非営利活動法人ホサナ

集汐共同作業所ホサナショップ
:キリスト教に基づく柄神階富者施設です

【募集内容】 ①常勤スタッフ
②非常勤スタッフ
【勤務時間】功15 1800

【業務内容】陸害者への相談支援等
【給与】当法人の規定に基づく
交通費実費支給 その他諸手当有り
【資格】 ①常勤スタッフ 精粋保健福祉士必須
②非常勤スタッフ
【応募条件】心身共に健康な方クリスチャンの方
キリスト教福祉に興味のある方
意欲・向上I心のある方
【応募方法】理詰にて問い合わせの上、履歴書を郵送して
下さい。

十∴:霊異∴

●:;

;∴;∴

音クで

音

鉦 ¥ /ノ し)

キリスト教葬儀を通し、欝賠離散経
(勤務時間) 9:00へ17:00

(休

福音の働きを目指しませんか!?

暇)夜勤の場合17:00一翌9:00

月8休(日・祝含む)
[他]有給休暇・夏期休暇

年末年始休暇
(給

与)24万以上

その他諸手当・退職金制度有り
賞与年2回・昇給年1回
社保完備 委細面談
(年

齢)問わず

クリスチャン 回
移住者続出中
高知県須崎市

競議…器裟坂下,丁目4。番2号
総務読

了Eし03・3968・262 1 (代)

有料老人ホ̲ムオリーブホーム
Olivehome.co

tel:0889‑42‑0002

■募集/パートスタッフ 獲募集人員/若干名
園応募条件/要普通免許.

臆待遇/年齢・経験・能力に考慮し弊社規定に基
づいて決定致します。
漢勤務地/関東近郊※自宅からの働きも可能です。

臆応募/ご連絡の上、下記住所まで履歴書をお
送り下さい。
給与: 230,000円一

諸手当こ交通費・住宅手当 有

救世軍本営
〒 101‑00与1東京都千代田区神田神保町2‑17
http ://WWW.SaIvationarmy.orjp/

担当者連絡先: (ケネスメイナー)
kemeth̲maynOr@jap,Saivationarmy,Org O90‑7170‑4769

【お問合せ先】画面0120。∋64"392

株式会社創 世雪イブワープ貴社
大阪本社/丁E」.06・6854・6322

〒560‑0052大阪府豊中市春日町5・3・15 1F・B
東京支社/丁E」.01 20‑370‑392

〒 140‑0014東京都品川区大井5・24‑「

アメイジングeプレオス
基親諸親和齢

醐醐!

推薦文より:まさに驚くべき恵みに始ま扶
翼に豊かな驚くべき恵みに上り諦めてい
く、すぼらしい選鞄で橘成されたこの讃
美歌集は、聴く者をぐんぐんと批聞さん
の描く信仰の世界へと引き込んでいきま
す。ここに選ばれた2の編の詩は現代の
詩編とも言えるでしょう。 (M.A)

推薦文より:陸がいあるゆえに町歩
先を歩んでいる光聞康広が、路鱒を
歩むあなたにそっと手渡してくれた
「福音」がここにある。まさにこのアル
バムは笥轟音

そのものぞある。 (輔)

お求め依全国の手グスト教盈̀寮An花器乙のn、

タワーレユー尺棚状麦を傷棉若昏

巡回賛美伝道者

全国のキリスト教会でご奉仕いたします。
チャペルコンサート、礼拝(賛美と証し)、クリスマスコンサート、市民クリ
スマス、特別伝道集会、ミッションスクール等でご奉仕いたします。

。心に響き渡る歌声と華麗などアノ演奏、軽快なトーク、信仰
のお話を聞いて、前向きな気持ちになりました。 (50代女性)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

口聖霊に満たされた、生きた証人としての北田さんの言葉に、
多くの事を学び励まされました。 (40代男性)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

□存在から発する福音のいのちとメッセージが、すべての人

の魂の深い所に神が与える良きものとして届いたと思います。
日常の雑多な厳しい闘いの連続の中で、信者も励ましと慰め
が必要です。この度の北田先生のご奉仕による福音は、確
かに届けられたと思っています。 (60代牧師)

『新しい歌を
主に向かってうたい
美しい調べと共に
喜びの叫びをあlヂよ』
主の御名を賛美いたします。
歌とピアノで賛美し、福音と救い
の証しを諮り、驚くべき神の恵み、
キリストの愛、救いの喜びをお伝
えするためにご奉仕いたします。

讃美歌CD 「アメイジング・グレイス」 「人生の海の嵐に」 (歌)

ご注文は全国のキリスト教書店、

CD「兄上lヂてこらん夜の星を」 「旅立ちの日に」 (歌とピアノ)好評発売中! wEBショップ、下記口座まで。

お問い合わせ・取り扱い店
スタンプがない場合は、出版社に直接お問い合わせください。

ご注文FAX♭ 042‑660‑0702

Ma吊info@hakobunebin.com

醒醗

小学校にさえ適えない子どもが世界に6,1 00万人。
その原因の多くは貧困でも貧困の解決と子ともたちの教育を実現するために、

300人の子ともたちに

サポーターが必要です
Suppo「te「
チャイルドサポーターく謬

子どもたちの豊かな可能性や将来の夢が、貧困によって実現されないことは残念で克

しかし貧困は終わらせることができます。解決のカギは「教育」です。勉強して知識を

得ること、給食でお腹を満たすこと、友だちと遊ぶこと。学校に行くことができれば
チャンスはぐっと広がります。子どもたちのために想いのある方、子どもに出会って
励ますことのできるチャイルドサポーター支援に参加してください。

虻哩総桐‑心‑宝五才二三十王言い

曹一志い 〇

日発音患圏

) ≠i 忠言畏

れ・}i 雨∴÷

畏 惑両町 れ

込みもできます。

纏 罵 巴 )
宙 哩 乙① レ

サイトからも直接お申し

嬰語警竃鴛墾田怜口

資料を送らせていただき
ます。又お電話やウェブ

く旗国寂襲‑

記入してお送りください。

⊃ふっ廿

ただき、右の申し込み害
を切り取り、必要事項を

相客∴聖趣二寵

方法」の説明をお読みい

丁寸卜皿トC古壷叩忙哩<僅堅K

四四四回白回国

サポーターのお申し込み
は、裏面の「2つの支援

㊥子どもの成長には驚いています︒彼女の今と将

来の祝福をお祈りしています︒(サボーダI K・Sさん)

㊥子どもの成長が手に取るように分かり︑現地の

方々を含め︑皆さまの尊い活動が大いに用いられてい

ると思います︒(サポーターA・Kさん)

⇔子どもが健康に成長していてとても嬉しいです︒

(サポータI 丁・Sさん)

メリツサの家族は両親と祖父母、兄弟4人です。
支援に参加するまではパパイヤ、レモンなどの果
物と少しの穀物を作っていました。家族全員が満
腹し、栄養が取れるほどの食べ物はありませんで
した。現在、支援を受けて家族はジャガイモ、さ
つま芋、ピーナヅソ、グアバも作るようになりまし
た。収穫した物をコテヤパンパの町で販売して収
入を得ています。メリツサは成績が優秀な生徒で
す。メリツサは生活に希望を持っていませんでしたが現地のスダソフとの交流や、サポー
ターの存在に励まされ、積極的に勉強するようになりました。チャイルドサポーター
との出会いが彼女の性格を明るくし、行動にも責任感がともなうようになりました。

飢餓書こ苦しむ人々

8信書,5〇〇万人

1分間に17人(内12人が子ども)
1日に2万5,000人
「年間では約1,000万人が
飢えのために生命を失っています。

星図 日本国際飢餓対策機構密072 (920)2225 O鋤霊照霊芝
本部†581‑0032八尾市弓削町3‑74‑1酬(072)920‑2155

チャイルドサポーター事務局 お電話でも直接申し込みができます
CS専用HP

︒うれし鴨竪U﹁‑心‑モ卦巳三十早出﹂阜滝口一襲哩煩

い苗○①調00①上の‑○卜〇〇〇軸蛍堅講堂鯛鵬eおe回小

︒小満忘忍上皿□i凶日〇〇〇二□﹁騒哩
︒ト撞つ騨塙的霹媒□

臼囲いO※

︒ト描つ良三U ﹁⊃母型装﹂些細蛭三持寄Y賭旬※

[閥に・削恵]貧話語e/陸前Ⅲ壁紫什e小/食中叫廿
日固いO※[軒甲小甘叫・塙・琳]
酬椙e毒草

酬涯剣献

酬椙〇回

酬棺﹁妹

︒二山辺>︺⊃ぐ摂くi

( 田000∑ト︹)

虻〇〇〇︒寸く﹁騒哩
︒ト描つ騨栂的中り山口

(日輪関東穎≠)

︒ト腫上南三陸抵q巧q①三重殺且e小〆食己‑卓上うな上へ※

(田○○﹁棄疑什)

肥晒

軸盤南皿旧)顆□ 軸堅南Ⅲ捏南口 忍蛍理論□

二日Ei①

人巾へつい

桂∴世

尊堂固唾悼

(伸蝦e捲軟いー三へ)

(押帥脳とeトー三へ)

ト只⊃卜

岬∴出

(﹁つれ艮>も悶絶囚願出e酬涯山田)楳虫蝉枢

[塙・駅]

Ⅲ慰廿‑心1篭玉石二三十曾山∞﹁eN

(‰u霊職掌を
2つの支援方法があります

子どもを支援する
支援地域の特定の子どもとつながり、
その地域で行われる活動をご支援いただきます。
あなたと出会い、応援を受ける子どもは自分が

愛される大切な存在であることに希望を抱き、
地域を変えるひとりへと成長していきます。

月々4,000円
子ども1人を支援することできます。

活動を支援する
子どもたちが暮らす地域で行われる
様々な活動をご支援いただきます。
地域に住む人々がそれぞれの役割を果たし、

子どもを取り巻く環境の改善と
質の向上を目指します。

1,000円一
月々または自由なタイミングで支援できます。

神戸で4〇年を超える実績の法律事務所害

ご相談はシャロー
㊨債務整理のご相談は何度でも紙料
㊧弁護士との一般法律相談初回3 〇分無科
㊨弁護士費用の分割払いOK!

圃圏園圃

田園闘醍彊彊画
題表題回田田漢音臆■臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆■

園圏∴∴∴ ・∴
借

金三㌦

三甲

三∴

∴.,三〇=

離婚の話し合いがうまく進まないとき

慰謝料財産分与養育貴子どもの親権や面会交流
別居中の生活費の未払い不貞の相手への慰謝料請求

代表弁護士 中川内 隆 幸

シャローム綜合法律事務所 弁護士
シャロ￣ム幣離語坤

(旧富永法律事務所)

みやなが

富

永

たかし

莞

史(相談役)

行政書士岩。賀蒜ん竜
〇〇

〇

〇〇〇〇〇〇

一

〇 閉二重垂直」響準

士∴∴∴∴∴二二∴おし∴ 埋山

神戸市中央区橘通1丁目2番14号浅見ビル2階
丁E」●078‑351‑132与(平目9:00‑17二00)

Maii●info@t‑m看o,COm (24時間受付中)

☆」R神戸駅より徒歩6分 ☆高速神戸駅より徒歩与分
☆阪神西元町駅より徒歩3分
☆神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩6分

(:⊃

斤

竃話語二峯三当
高
.虹∴∴;∴∴∴∴∴∴
戸 ‥勇:;
言」

ヨ匪固

くつ

開業47年、日々御言葉と祈りに導かれる法律事務所

繭

シャローム解合法律事務所

第1号

シャローム縮合法律事務所ニュース誌

Shalom Nこ鵬Le請er

一シャローム縮合法律事務所、新体制発足のご挨拶一
弁護士

富永莞史(Miyanaga lt]kashi)

ハレルヤ!主の御名を賛美致します!主の守りと皆様のお祈りに支えられ、 47年間、
弁護士として活動することが出来ました。心より主と皆様に感謝申し上げます。
さてこの度、私は体力面の事もあり当事務所の代表弁護士を降り、相談役となりました。
もちろんまだまだ現役で頑張りたいと思っておりますが、形としては一線を退きます。
当事務所新代表弁護士としては、中川内弁護士が就任して下さいました。
中川内弁護士は本当に素晴らしい人材です。仕事に対しての丁寧さ、迅速さは随‑です。
そして何より依頼者の立場、気持ちに立てる優しい弁護士です。このような後継者を得たことも神様の
恵みという他ありません。ぜひ今後ともシャローム縮合法律事務所を宜しくお願い致します。
弁護士

中川内峰幸(Nakagawachi Mineyuki)

当事務所は「街のかかりつけ医」ならぬ「街のかかりつけ弁護士」を目指しております。
「風邪かな?」と思ったら、お近くのお医者さんに診てもらいますよね? 「こんなこと
で相談していいのだろうか」などと考えずに、まずは〇度お気軽にご相談下さい。
早期の手当てによって、風邪(法的紛争)をこじらせることなく、元気に回復することが
できるはずです。さて、富永弁護士はこの度代表を退かれますが、引き続き相談役として
当事務所に在屈しますので、皆様と顔を合わせることもあるかと存じます。
私も、富永弁護士が築き上げた当事務所の経営理念はそのままに、更なる充実した法的サービスを皆様
にご提供できればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

仲春人同士は一切や少と少をせずに遺産分甜協議を成立』
ご相談者は、相続の相談に来られましたが、遺産分割協議をする
にしても、長年の経緯から、他の相続人との問で感情的な対立が
あり、会いたくない(話をしたくない)という状況でしたので、弁護
士が問に入って交渉をするということになり受任しました。

結果、調停手続に進むまでもなく、協議により遺産分割が成立しま
した。ご自身は一切表に立つことなく事件が終了しましたので、
ご相談者の精神的な負担を最小限にすることができた事件でした。

推薦の言葉

日本ネクスト・タウンズ・クルセード(ミッション)

関東栄光教会牧師
「 940年5月3日、鹿児島県生まれ。生駒聖書学院、東京神学校博士課程、
ワシントン神学大学日本校(DM)卒業。日本教会成長研修所第4期生。

三振正治

日本ネクスト・タウンズ・クルセード(ミッション)代表役員、日本ペンテコステ親交会

常置委員長、 NRA(日本リバイバル同盟)委員長、関東宣教協力会会長を歴任。

(みさか・まきはる)

現在は、 B.FP (B「idges For Peace) Japan理事、ギノスト教殉教者記念研修会館

関東栄光教会

理事を務める。201 8年5月、宣教55周年を機に本書を初の著作として上梓。

URL : h壮P://kantogiorychurch.com

関東栄光教会は、多世代が集う教会として地域に根ざしている。

丁E」 : 042‑54十421 「
E‑ma=言nfo@kantogiorychu「ch.com

御霊で読む

使徒窪犠;
冊

お問い合わせ

教会

役職

ご住所 〒

株式会社ミリオン・スマイル
UR」 : WWW,m冊on‑SmiieJp Emai上info@m冊on‑Smiiejp TEL&FAX : 05O‑3488葛514l
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Ome90 Jopon

02

Me5Sage

キリストの御体に仕える
スティーブンス・栄子

04

co/umn

オメガ・ジャパンのビジョン
05

Greetings

教会の福音宣教と
イスラエルをとりなす働きに仕える
横田聖子
06 /nfomation

祈りの課題/お知らせ/活動報告他

教会の福音宣教と
イスラエルをとりなす働きに仕える
主の御名をI心から賛美いたします。

私は牧師家庭に生まれ、その時から毎週の日曜礼拝やイエス様のお名前でお祈りすることを習慣

として育ちました。幼児期には教会付属の園で過ごし、小学生に上がると友達を呼んで教会の庭
で遊び、教会が生活の一部となっていました。

20代後半、ある集会の賛美の中で、イエス様の十字架の恵みに全身が包まれた体験をしました。

それにより、聖書にある天地創造主を信じる信仰から、そのお方を人生の主として従う生き方へ
と変えられました。聖書の神は生きておられる!と、理屈を超えて知ることができました。そして、

〇度きりの人生、この命も神から与えられているもので自分のものは何もない、すべては神の

ものだ!と確信し、仕事を辞めて献身生活をスタートしました。
献身して3年目ごろに、スティーブンス・栄子師が私たちの教会に巡回講演に来てくださいました。
ちょうどBFP(ブリッジス・フォー・ピース)の日本支部が立ち上がったばかりのころでした。ユダヤ

人が聖書の預言の通り、祖国イスラエルに帰還してきていることや、グノスチャンたちが過去の

ユダヤ人迫害の歴史を悔い改め、彼らのために祈り、愛の支援を行っていることを栄子師よりお
聞きし、強い衝撃を受けました。
その講演を通じて、教会やクリスチャンの今の時代における役割を知り、再献身をしました。
クリスチャンとしてエルサレムの平和のために祈り、ユダヤ人の救いのためにとりなし祈ることが、

教会に与えられている使命の‑つなのだということを知ることとなりました。そして、教会の働き

とイスラエル支援とを両輪とし、主に仕えることを示されました。以来、地域教会に仕えつつ、
オメガ・ジャパンの働きにも携わらせていただいております。

イエス・キリストの福音を宣べ伝えることが教会の第‑の使命であると共に、イスラエルの平和

と救いのためにとりなし祈ること、教会からその祈りの柱が立てられることを主は望んでおられ

ます。オメガ・ジャパンはこれからも日本中の地域教会に聖書の預言が成就していること、主が
再び来られることをお伝えし、キリストの花嫁である教会にお仕えしてまいります。
「しかし、信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことの
ない方を、どうして信じることができるでしょう。宣べ伝える人がなくて、どうして聞くことが
できるでしょう。」 (ローマ人への手紙「0章「4節)

主の栄光が、日本中の教会を通してこの地に現されますように。
20「8年5月恵目

一般社団法人オメガ・ジャパン

代表 横田聖子

儒

。 6月のスティーブンス・栄子による巡回講演のためにお祈りください。

eご主人のビル師は手術後、順調に快方に向かっております。お祈りをありがとうございますこ
アメリカの地から日本の教会を祝福したいというご夫妻の使命を持って、スティーブンス・栄子

が来目します。健康と霊性が守られ、すべての必要が満たされますようお祈りください。

国昭

⑪ニュースレターとロゴのデザインをリニューアルしました!

弛

eオメガのビジョンを共有してくだきっているデザイナーの北上郷一郎さんが、御国の栄光を

/

置ごl新夕

表す紙面とロゴの作成に、祈りと賜物を持ってご奉仕くださいました。
⑫ニュースレターのタイトルも『b「ideこ花嫁』としました。オメガ・ジャパンの、キリストの花嫁

である教会にお仕えするという思いを込めています。

。 6月一巡回講演 今年もスティーブンス・栄子が全国の教会をお訪ねします!

㊤イスラエル在住「 8年間の経験から、現在の世界情勢と現地での体験を合わせて、分かり
やすくイスラエルを軸とした聖書セミナーを行います。 「聖書の預言は新聞よりも明らかだ! 」
と語るスティーブンス・栄子。イスラエルでの体験からひも解くみことばの学びは、語る者と

聞く者を一体とします。本セミナーは、参加者お一人おひとりの信仰が刷新され、教会の祝
福となることを目的としています。
(巡回講演の問い合わせは、オメガ・ジャパン事務局までお気軽にお問い合わせください)

編集後詰

口座番号のお知らせ

御霊も花嫁も言う「来てください。」

口座名:一般社団法人オメガ・ジャパン

新約聖書は花嫁の花婿に向け
られたこの待望のことばで終
わっています。先日、沖縄でミー
ティングを持った際、横田先生
が再三仰っておられた「キリスト
の花嫁」 、そして最後に雫の様に
現れた「B「ide」というコンセプ
トワード。その思いをロゴやデザ

インに込めました。教会がさらに
‑つになるよう願います。

しかり。わたしはすぐに来る。
主よ来たりませ。
(北上郷一郎)

漢ゆうちょ銀行

喜みずほ銀行

口座詫号番号:009○○イー3「 3674

店名:天満橋支店

【他の金融機関からの振込】

種目:普通

店名: 〇九九(読みゼロキュウキュウ)

園三井住友銀行

店番:099
種目i当座

口座番号iO3「3674

口座番号:「337738

店名:玉造支店
種目:普通

口座番号:6695584

園三菱東京UFJ銀行

一般社団法人オメガ・ジャパン

Omego Jopon

店名:玉造支店
種目.普通

口座番号:0「25795

皆様からの尊いご献金は日本全国の教会を祝福するための
巡回活動及び教材制作活動に用いられます

〒540○○004

大阪府大阪市中央区玉造2‑26‑47大阪クリスチャンセンター4階
丁もi&Fax:06‑6777‑21 1 7

E‑ma= : lnfo@omega.orjp

一般社団法人オメガ・ジャパン

取扱商品
主は「目をさましていなさい」と私たちに命じられました。
オメガ・ジャパンが贈る、
「時」を見つめて歩むためのリソース集。

幅薯悪因(
どう実現しているのか
イスラエルは、世界や日本のリバイバ
とどう関係しているのか、なぜイスラエル
がリバイバルの鍵と
なるのかを、みこと
ばから解き明します。

Omego Jqpq

神のマスタープランをひも解く
ー過ぎ越しの杯といちじくの木

晴園弱独語圏自

ユダヤ人の祭りの儀式にかくされたメシア

〈 5つのみことばを鍵として、近代史から
‡現代社会で起こっている出来事を、聖書
の舞台であるイス
ラエル、中東に焦点
を当てて分かりやす
く解説します。

イスラエルを取り囲む世界情勢

像を明らかにすると共に、イスラエルの
霊的リーダーとメ
シアとの関係、ユダ
ヤ人がイエス様を
拒否した背景につ
いて学びます。

スティーブンス・栄子

スティーブンス・栄子

スティーブンス・栄子

B6/40頁

B 6/40頁

B6/40頁

本体羊5〇〇十税

本体半500十税

本体半500十税

日本CGNTV「シャロームイスラエル」
待望のDVD化!

「盲蒜「

荒野の幕屋の中に見る
イエス様

巌三二二三ズ栄子の

… シャカイナグローリー

シャロームイスラエル上巻・下巻

かつて、イスラエルの祭司たちが仕えていた

全知全能の神様は、罪を犯した人間を闇の中

栄子おばさんと甥のたけちゃんの会話形式

幕屋や神殿は天のひな型です。イエス様
が、闇の世界と光の

から救い出すご計画を備えておられました。

で進むアットホームな楽しい番組設定!
子どもから大人まで
楽しく学べる全く
新しいタイプのバ
イブルスタディー

私たちが再び、神様

世界の隔ての壁を取

の栄光「シャカイナグ

り除いてくださったこ

とがすべての幕屋に

ローリー」に包まれ
るため、そのご計

表されていたのです。

を進めておられます

スティーブンス・栄子

スティーブンス・栄子

教材!
DVD4枚組

B6/28頁

上巻全540分/下巻5

本体羊3〇〇十税

各本体半2,500十税

イスラエル・セミナー

!黙示録セミナー

基礎編

冒 終末編

!黙示録セミナーハイライト
1 Live DVD/CD

神様の壮大な「救いのご計画」は、イス

難しいと言われている「黙示録」をスティー

ラエルを抜きに語ることはできません。

ブンス・栄子がわかりやすく語り、丁寧に

聖書預言の成就と

黙示録の大切な部分を深く学ぶ、聖書を
熟知した方にも入門編として学ぶ方にも

解説しています。

最適なセミナーですb

キリストの再臨まで
を学ぶことができる
i
‑
‑
﹂

漢音書画

CD6巻セットです。

「∃

毒鎧謎漢6777■21 17
合計3,000円以上

お支払方法 商品に同封の振込用紙で、記載の期日までにお振込ください。送料無料
お名前
FAX

お届け先
ふりがな
ご住所
〒

丁E」
教会名

神のマスタープランをひも解く鍵

半ら400ト∴羊480

冊

小冊子終末の時代とイスラエルを取り囲む世界情勢
聖書預言はどう実現しているのか
半ら40十∴半480
羊与40十∴半480

荒野の幕屋の中に見るイエス様

ご注文 商品名

丁

はこぶね便限定10へ20%O肝

車の栄光シャカイナグローリー

イスラエル・セミナー

テキスト

黙示録セミナー

ライブ CD/DVD & テキスト

半324■ト∴羊290

黙示録セミナー

オメガ ニュース レター

終末編【CD・テキスト付】

数量

!

冊
本

鵜,400十羊4,300

本

羊7,875十半ら,300

本

ハイライト【CD・テキスト付】

ハイライト【DVD・テキスト付】

冊

半ら,400青学4,800 (

基礎編【CD・テキスト付】

黙示録セミナー

学290

価格(税込み)

DVD阜テイーブンス・栄子のシャロームイスラエル上・下巻セット
CD

羊324青

冊
冊

) 判,00〇十半3,200

判,00〇十半3,200

本

本

□ニュースレター郵送擢(毎月無料送付)ご希望の方(ま、チェックと送付部数の記入をお願いします。i 部

口ニュースレターメール配信希望(毎月無料配信)ご希望の方は、チェックと受信メールアドレスの記入をお願いします。
@

2019年 講演 セミナー

□問い合わせ希望教会名ど担当者様名、ご連絡先の記入をお願いします。

一般社団法人オメガ・ジャパン

Omego Jopon

ご注文・お問い合わせ
TEし&FAX

06‑6777‑21 17閉講k@。m。g。。。r。jp
〉)オメガ出版
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人生の最高の旅立ちをプロデュース

キリ

スト

教

の

お葬儀

創業30年の老舗

キリスト教専門

リピート率90%

事前相談も可能

製二重つ轡。捜要望

こ予算4の万々のの万

ご予算のの万一且艶万 ご予算且艶万一錨の万

教会での社葬も承っています。ご予算に応じた社葬をプロデュースさせてレ

生活保護や経済的に難しい方のご相談も承っておりま
対応エリア 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県全域

24時間365日いつでも電話受付

C.S.C
キリスト教の葬儀、家族葬、各種葬儀のことなら

園0120賀5鼻音843エ
ロhttpこ//www。C̲S‑C,ne,jp a info@c‑S‑C。ne。jp

株式会社シーエスシー
本社:〒180‑0014

東京都武蔵野市関前2丁目24番1号
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ミクタム設立40周年記念特別号

書手ヤしシジする勇気」
by小坂忠
ミクタムが「987年から始めたジェリコ・ジャパン
へ のテーマは「壁を崩せ」でした。ミクタムの40

壁はなくなったかもしれません。完全にではなくても
低くはなってきたでしょう。ではこれからは何が必要

年は壁を崩す40年だったと言えるかもしれません。

なのでしょうか。日本のiノバイパルに向けて葛つにな

ミクタムが始まった頃の礼拝音楽は伝統的な賛美歌、

る事ではないでしょうか。特に宣教のためにはマスト

聖歌が主でワーシップソングが用いられていたのはご

だと思います。 99%に向かってたった「%のクリス

く一部でした。礼拝で用いられる楽器もピアノかオル

チャンがバラバラでは力になりません。結集しなけれ

ガンです。当時はギターでさえ悪魔の楽器でした。今

ば、それが出来なければ日本のリバイバルは遠いと思

ではギターだけではない、ドラムもベースも礼拝の中

うのです。

イ烹芸書芸

に居場所を得て実に多くの働
き場が広げられてきました。
私達夫婦がクリスチャンとし

に行った時の事です。年配

て生まれ育ったのは聖霊派と

のクリスチャンが若いクリ

呼ばれる教派の教会でした。

スチャンの賛美やスタイル

音楽で福音宣教の働きを始め

を批判するのではなく支え

たのもそこで養われた信仰か

ている姿にうらやましくさ

らでした。しかし、どんなに

え思いました。今までは同

良い働きをしても、あの人た

じ目標に向ってそれぞれの

与は聖霊だから…という目に見えない壁を感じていま

立場で働きをしてきました。しかし、ある時には目標

した。その壁は40年の間にだいぶ低くなって来たと感

を誤って味方同士が戦う事もありました。それを反省

じています。

して同じ線上に立って働きを進める事にしたのです、
と言っていました。これからの日本にはこれが必要な

当時は、音楽の働きは若い世代のものというイメー
ジがありました。今やその概念はなくなったと

のです。

言ってもいいでしょう。考えれば、今の大人たちの多

ミクタムの40年を振り返って、これまで関わって来

くがティーンの頃にミクタムの洗礼を受けているので

てくれたスタッフの皆さんと共に新しい事にチャレン

すから。

ジし続けてこられた事を心から誇りに思います。

一丁‑

ミクダム名盤コレクション(全7タイトル)
ポップス、クラシック分野の傑出したクリスチャンアーティストた引こよる初期の名盤はミクダム制作陣の熱い祈りに
よる最高峰のクオリティ作品です。選りすぐりの名盤7タイトルはクリスチャン必聴です。チラシを参照の上ぜひこの
機会にお聴きください。

ミクダム・ワーシップ・ア営力イヴ(全20タイトル)
まだワ一シップソングという言葉さえなかった時代からミクダムは新しい賛美の開拓に取り組んできました。 40周年を

記念して長らく廃盤となっていたプレイズ&ワーシップシリーズ全20タイトルを復刻します。オリジナルジャケット
のアルバムを楽しんでください。

ミクダム40周年記念感謝祭決定!喜
8月2日(木)於:渋谷区文化総合センター大和田6階の伝承ホール。 6 : 30開場 7 : 00開始
ハレルヤ!やっと会場が決まりました!入場は無料です。これまでにミクダムの働きに加わってくださった方々やお世

話になった教会や先生方と共に力いっぱい賛美を捧げ、これまで支え、度々の奇蹟の御業を見せてくださった主に栄光
を帰したいと計画しています。
出会いのコンサート、プレイズナイト、ジェリコ・ジャパン、ゴスペルクワイヤーコンテスト、マーチフォージーザス、
これらのボランティアの皆さん、祈り続けて育ててくださった先生方どうぞお出かけください。主への感謝のセレブレー
ションを共にお過ごし戴ければ何よりの喜びです。

スケジュールの詳細は下記にて随時ご確認ください。
h廿PS://michtam.com/ (ミクダム公式ウェブサイト)
h廿PS://facebook.com/michta巾apan/ (ミクタム公式フェイスブック)
h廿PS://Chu‑kosaka.com/ (小坂忠公式ウェブサイト)
h廿PS:/力aip.facebook.com/asiahfb (エイジア公式フェイスブック)

★会費納入のお願い
毎年、年始のタンプリン発行にあわせてお願いしております友の会費の納入ですが、前号の大幅な遅れに伴い2018年発行分がずれこんでしまい
ました。詳細は別紙「振込用紙」のお知らせをご覧ください。すでにご送金くださった方はありがとうございました。友の会の働きはみなさんの
祈りとサポートによって支えられています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

事務所の移転からはや「年。皆さんのお祈りに支えられ、今年はミクタム40周年のア二ヴァーサリーイヤーを迎えて

fromtheeditor#完罷講書豊器隷誌芋窪誌詩話に願っていますo記念イベントなど新しい企画をお
ー4‑
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中骨璧球・饗安慈母・与話餌箋
白雲∴漣・長耀結□計耗

≧韻惜Ⅸ糾

藩話

蜜博聖獣・冊噸経常・塗露語辛口話

>Hヽヽ脚・叩く三脚
柑哩総出・蜜尊堂球罷

≡別間e噛龍「
冊噸総出・白雲

クリスマス絵本「おばあちゃんのおはなし・その1」

クリスマス絵本「おばあちゃんのおはなし・その2

ラーゲルレーヴの おばあちゃん

ラーゲルレーヴの おばあちゃん

文と絵・司 修
本体価格1600円ISBN978‑4‑906791‑36‑1 CO793

この人を見よ!ただ愛するために‑‑創作と試論

最後のイエス

佐藤研

文と絵・司 修
本体価格1600円ISBN978‑4‑906791‑37‑8 CO793/

新しい「いのちの宗教哲学」のために。

占器の倫理と宗教的霊性
海老原晴香・長町裕司・森 裕子編

本体価格2600円ISBN978‑4‑906791‑03‑3 COO16
本体価格6400円ISBN978‑4‑906791‑78‑1 ClO12

人を生かす目に見えないカー霊性の告白を旅する

霊性の証言

「宗教」の核心に迫った、 2 1世紀への遺言

回心 イエスが見つけた泉へ

ヨーロッパのプネウマ物語

金子晴勇
本体価格27OO円ISBN978‑4‑906791‑77‑4 COO14

八木誠一
本体価格2700円ISBN978‑4‑90679l‑53‑8 COO14

神に臨まれた人間の悲喜劇一血で書かれた巨篇

集大成「新約聖書物語」。福音書に書かれなかったこと。

ヨレハ記

イシュア記

旧約聖書物語

新約聖書物語

小川国夫

小川国夫

本体価格5600円ISBN978‑4‑906791‑10‑1 COO93

本体価格5600円ISBN978‑4‑906791‑39‑2 COO93

いま希望への道を掘る。死者たちの声に重ねて

神はどこにいたのか? 黒い海の不条理と宗教

3

11以後とキリスト教

荒井献・本田哲郎・高橋哲哉

3〃 11以後この絶望の国で
死者の語りの地平から

山形孝夫・西谷修

本体価格1800円ISBN978‑4‑906791‑13‑2 COO14

本体価格2500円ISBN978‑4‑906791‑25‑5 COO14

起源の創成神話が語る、もっとも大切なものとは

民衆の神キリスト

この世界の成り立ちについて

実存論的神学完全版

太古の文書を読む

野呂芳男

月本昭男

本体価格5600円ISBN978‑4‑906791‑52‑1 ClO14

本体価格2300円ISBN978‑4‑906791‑28‑6 COO14

ちいろば園と歩んだ25年

往復書簡風のように

障がい者と「共に生きる」社会を目指して

八木誠一・得永幸子

高見敏雄

本体価格2500円ISBN978‑4‑90679l‑73‑6 COO14

宗教哲学者による21世紀への遺言

マネゲーム、ネット仮想社会、地球環境破壊、ネオリベ、

マーク"C

テイラー

神の後にI 〈現代〉の宗教的起源
須藤孝也訳
本体価格2600円

工SBN978‑4‑906791‑41‑5 COO14

グノーシスの革命的な意義を掘り起こす

本体価格1800円

工SBN978‑4‑90679十35‑4 COO37

原理主義とグローバリズム、地球環境の崩壊と投機資本主義
… 〈現代〉 の起源はここにある!

マーク

C

テイラー

神の後にⅡ 第三の道
須藤を也訳
本体価格2800円ISBN978‑4‑906791臆42‑2 COO14

伝説の名著、遂に完訳!

ハンナ"ヨナス

ハンナ"ヨナス

グノーシスと古代末期の精神

グノーシスと古代末期の精神

第一部 神話論的グノーシス

第二部 神話論から神秘主義哲学へ

大貫隆訳
本体価格6800円ISBN978‑4‑90679l‑49‑1 C1014

大貫隆訳
本体価格6400円ISBN978‑4‑906791‑50‑7 ClO14

紬掩青史碗
ちいろα闇の
凹や博は

終をみつめて

鳩がい録へ者)の
優しさに
集かされて

障がい(児)者の優しさに生かされて

圏

何を捨て、何を残すのか臆真剣勝負の対話

圃

日本発、独創的な神学思想一民衆宗教としてのキリスト教。

健康ブームが見落としているもの

伝わらないこと、それは始まりです

となりの認知症

養生訓問答
ほんとうの「すこやかさ」とは

中岡成文

西川 勝

本体価格1800円ISBN978‑4‑906791‑43‑9 COO12

本体価格1500円ISBN978‑4‑906791‑15‑6 COO12

あれから世界は変わった。破局のドキュメント

アフター

カタストロフィの解読‑それでも生きよう、と言える思想のために

フクシマ〃クロニクル

破局のプリズム
再生のヴィジョンのために

西谷 修

西谷 修

本体価格2000円ISBN978‑4‑906791‑31‑6 COOlO

本体価格2500円ISBN978‑4‑906791‑34‑7 COOlO

旅する作家がおりおりに拾った、魂の歌/声の花束

書下し・存在の秘法一湯殿山は花だ。存在の花なのである

声 千年先に届くほどに

湯殿山の哲学

姜 信子

修験と花と存在と

装画・装丁 海上幾久子

山内志朗

本体価格1800円ISBN978‑4‑906791‑46‑O COO95

本体価格2500円ISBN978‑4‑906791‑71‑2 COOlO

現代の語り物、創作「水の物語」

惑

現代説経集

昏

姜信子

葦

本体価格2300円ISBN978‑4‑906791‑80‑4 COO93

#藍与三▲‥

グローバル化・格差社会・魂の荒廃の三位一体を超えて!

「王様」と 〈犬〉、男と女の関係の底を掘っていく、あぶない愛の歌

妄犬日記
姜 信子
本体価格2500円

ISBN978‑4‑906791‑7l‑2 COOlO

哲学のヒッチハイク・ガイド。いちばん大切なものって…

人類はどこへいくのか

香山リカと

明るい哲学の練習

ほんとうの転換のための三つのS 〈土・魂・社会〉

哲学者たち

最後に支えてくれるものへ

サティシュ・クマール著

田中万里訳

本体価格2300円ISBN978‑4‑906791‑69‑9 COO14

ご希望の書名と冊数をお書きくださいませ

中島義道・永井均・入不二基義・香山リカ
本体価格2000円ISBN978‑4‑906791‑67‑5 COOlO

本体価格の2割引きでおわかちいたします(送料無料)
(死海文書

お名前
ご住所 〒

お電話番号

全12分冊も含む)

世界初

●

●

「真空加圧製法」

水も熱も加えない、 90t高圧プレスで固形化!

冷水で

充実の

すばやい

潤い肌

すすぎ

無添加

最期まで

型崩れ
しない

パワ臆石けんのこだわり

【世界で唯臆】讐絹驚詰茎㌫かった塩を30%配合
:

パワー石けんは、泡立てた泡の塩分濃度が、生理食塩水(0,9%)
にとても近いため、ほとんど目にしみない優しい石けんです。
傷や湿疹などがあっても痛くないので、
アトピーの方や敏感肌の方でも安心してお使いいただけます。

∵

塩がもたらす収れん効果は、お肌を引き締め、洗い上がりの
お肌のキメを整えます。また、タラソテラピー効果や
塩マッサージの効果で、生き生きとした健康な素肌を
実感していただけます。

:

塩の効果で、もっちり泡が簡単に作れます。
泡の保ちが良いので、泡パックも簡単にすることができます。
また泡切れも良く、すっきり素早くすすぎができます。
石けんの保ちも良く、洗顔なら約3ヶ月使えます。

各種粉末を
90t圧縮喜

Ⅲ覆り

成分/

石けん素地・海塩・くん液ミネラル塩

ホウセンカ粉末膏タイン
<J>

パワー石けん(泡立てネット入り) 100g

定価3,240円(税込・送料別)
o

1,930円
パワー石けん(泡立てネット入り) 24g

500円
樹木(松 桜,クヌギ)とホウセンカの粉末入り石けん
で洗髪すると、根元からしっかりと毛を立たせ、
まるで頭皮をゴッドハンドでマッサージ
した後のようにボリュームアップ!

工六やつい都M‑山‑白いネ﹁乙口一選叩○書棚昧●
i串間榊堅い中れU中間璽乙細道く‑特
皿∩同一控悟孟轟固定●
(両室田蓬田)雷の憩廿 緒の寝耳(H) (町)固轄寧敵油田●

l曇る劇帯圏
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哩堅田留任Ⅲ国

今回闘凹鏑障⑩武彦臨胸隔離駐
・ヽI′I " ヽ〆I′I登涯的e製唱

︒くー下へ騒撰櫛君寵回小暗灸∩>小食坦轄曲譜排e鴫柴掌
蜜Qミ鯨鞋栄度会鞋搬蔑懸案ミ
介′相接を○○Q謹 言む

㌢Kく恢Q 『掠態軸提

騒くヽへい長一で』○

く恢Q淫蜘埜猟蜘愚昧
灸嘔こり昆小玉の米食

≧♀一面>〇倍

∩ v9」璃髄藤饉串珂

壷的′蜜柑食らレ⊃

畏「紙淫楽貸金」束刷

乎二王三重

>聖○工

蛍来せ′田口一斗ミ争
ユーや爛堅′人馬ハト

蟄頓服的Q聴※雅蜘饉
求的甑柴艮駐維○
媒懸到匝控せくへへ
ゆp勅の冊騨拘り′綜

灘米食会せ仰鵬よの

「離礁Q小只事」皇帝
叫ノ′購二攫う艮巡塾
へK〃庵小樽毒ゆくヽ

(毒素撒・最澄)

引窓灼>′ ⊃nl)9気

早へ斗′ゆ∩抑9トミ

田8寸︑い聾唖(g乙H)

巴8葛(乙X︒ゆ)
園
田8∞ ∽園

ト三〇 ⊃壷ゆ′ {博H

博志響く皇帝呼出n >
Qり二手∩畏むせ 描仰

せ諒附く糾康灼涯も日昌

︒博曜日三甲樽ln巧eモ♀陣憶三⊃小壷同志 /峰台震合冊
襲道雄藍藻︒直中零榊則雄嚢軸蓮
︒くせ帖皿三>帯向壁p

︒小冊S鴇いつ地歌㌣鞘堂冊博‑博‑
/十一/食的堅剛じ国曹∪国冊

[回国

でー甘い懸瑛側溝∴園田 軸轄漬

﹁eN瞬く 寄主へづ騒娯]轄皿

e韓堅陣中越撰e田崎/S烏口一整容童話損

︒SUn⊃心)nrIのー憎S寄十一義中味霞的拙

︒e埋ま固唾皿㌣トト]閏皿塑漂遣記的鄭重

「私が心を込めて栽培しまし
た。 」と、農園主イバンさん
は語る! (2002年)

FAX O59‑326‑3977

TEL O59‑326‑41 28

美味しいコーヒーの
秘密を教えてください︒

圏 イバン

﹁一杯のコーヒーから︑地球

‑鄭﹂をキャッチフレーズに︑

墾震撼擬

態聯

産里では︑まもなくコーヒー

カイシェッタさんのコーヒー

の末が哲い実をつける︒

の名で︑購入が可能だ︒問い合

は︑﹁イバン言澄寵コーヒ⊥

〇.66○○66﹁・まで

わせは(有)ハレルヤ圃012

田園閉園圏

イパンさんの健暁コーヒーを

飲んでみた︒透明感のあるさわ

フレッシュしたい

やかな香りと味がロに広がる︒
朝起きだときやリ

09○○8739‑1 770

杉浦携帯電話

HA RE RU YA

(有〉ルルヤ言嵩蕊謹言票等目7‑1 3

1,250円￣欝荒り

パライーゾ農園 ジェレジン農園 直輸入

(約60杯分)定価2,484円(税込・送料別)

12月21日(日)

黍用壁

コーヒー与00g焼豆

2○○3年

ナ き 藁

イバンさんの健康

コーヒー与00g焼粉

無農薬コーヒー栽培
への取り組みのきっ
かけを教えてください︒

おいしさの秘密は化学肥
料を含まない堆肥へのこ
だわりです︒その堆肥が
良いコーヒー樹を育て︑
農薬・除草剤を使わず︑
さらに完熟させ︑手摘み
したコーヒ1の実を太陽
の恵みで天日自然乾燥さ
せます︒朝広げ︑一日に
十五回から二十回反転さ
せてゆっくり干し上げて︑
夕方取り入れる作業を十
日間繰り返します︒
そして︑果肉の﹁コーヒ
ー蜜﹂を生豆コーヒーに
充分吸収させ乾燥したコ
ーヒーは﹁196〇年代
に生産された幻のブラジ
ルコーヒー﹂の味を再現
する事ができました︒化

学肥料・農薬・除草剤を
使わない無農薬栽培こそ
が︑美味しいコーヒーの
秘密です︒

イバンさんの健康

圏 イバン
私は以前から環境を破壊せ
ず︑全ての生物が共生でき
る農業がしたいと考えてい
ました︒1994年に技術
指導していた叔父の農場で︑
残った農薬を牛が誤飲して
十二頭全てが死んでしまう
という事件が起きました︒
﹁こんな危険な農薬は使わ
ない﹂と決心し︑それを出
発点に無農薬栽培への転換
を始めました︒
周囲の農業技師や研究者か
ら﹁農薬も化学肥料も使わ
ないでできるものか︒農場
をつぶしてしまうぞ︒﹂と
警告されましたが︑一杯の
コーヒーを飲まれる方の健
康と地球環境を考えて取り
組みました︒

[堕ニ…]

[亜亘]

クリスチャン新聞に
掲載されました!

農園主イバンさんも自ら天日作業を
行い、仕上がりをチェックします。

自然の恵みをたっぷり受けた身体にやさしいコーヒー
﹁イバンさんの健康コーヒー﹂をお試し特価でご提供︒
ブラジル直輸入というだけでなくこだわりの無農薬栽培
で手摘み・完熟・天日自然乾燥という貴重な逸品です︒
驚くほど香り高く︑ほんのりうす甘くてまろやかな味わ
いで︑一度飲めば︑今までのコーヒーとの違いにきっと
驚くはずです︒

リスチャン農園主か 本当に美味しい
無農薬コーヒ臆をご提案します。
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世間の目は
肥えています。
チラシで集客するために。
情報を明確に伝える手法があります。
情報過多の時代に生きる現代人は、様々な情報の中から、優
れた商品やサービスを見分ける勘、すなわち広告の質を見極
める能力に長けています。写真の美しさ、文字の色、素敵なコ
ピーなど無意識のうちに良いものを選び、発信する人や企業
のレベルを測っています。教会は疲弊した社会に対して、明確
な解決をもっていますが、チラシが一般に通用するレベルに達
しないがゆえに、そのメッセージが伝わらないとしたら、こんな悲

しいことはありません。大切なのは情報を明確に伝える見せ方
とクオリティ。もし、地域の方に教会を知っていただきたいなら、ま
ずはチラシのクオリティを見直してみてはいかがでしょうか。
株式会社サウザンドデザイン代表取締役太田垣道董

悪くはないチラシ(例)

人を惹きつけるチラシ(例)

株式会社サウザンドデザインは、
販促ツールを手かけるデザイン会社です。

基本を押さえた良いチラシの作り方
問い合わせ
先を明確に

e糀さに㊤蕊読み仮名)を

色数を抑える

「あなたは心をつくし、精神を
つくし、カをつくして、あなたの

日曜日は教会へ行こう

神、主を愛さなければならな
い」 (申命記6章5節)

聖空星

玉串」
「あなたは心をつくし、精神を

日曜日は

つくし、カをつくして、あなたの

教会へ行こう

神、主を愛さなければならな

い」 (総記6葦論)
読み手のテンションは想像以上に

低いもの。ぱっと見た瞬間に話憶
できるよう、短い文章を効果的に見
せましょう。

漢字の雛易度の問題でなく、初め
て耳にする単語には拒絶感があり

見る人にアクションを起こしてもらう 写真やイラスト以外で、文字や地
ための大切な足がかりになる情報 の色をたくさん使うとまとまりにくくな

ます。少しでも歩み寄る簡単な手

です。目立つ位置に、わかりやすく ります。なるべく少ない色数で抑え

段がルビです。

整理して配直しましょう。

ましょう。

さらにこだわるをら
適正な文字詰めと行間を見極める

写真の補正

インクの掛け合わせ

印刷で失敗しないデータ作り

…等々注力すべき部分は無数にあります。新聞折込やカード会社の冊子同梱などのチラシは、通常「媒体審査」と呼ばれる審査があ
り、そのチラシが各々の媒体の印刷物として適切かどうかを判断されます。各社項目は違いますが、よくチェックされるのが上記の項目で
す。時には書体の選び方などにも指示が及びますが、まずは上詫4つに気をつけることでクオリティはあがります。ぜひお試しください。

著に依頼」す

だから
印刷会社

∴デザイン会社;
や写真、イラス

提案力

自作
界に居すぎて

世の中との距
紙の種類、加工 や納期に対す る提案がメイトなど、要素す
ン。 キャッチコピー
教会の中の世

デザイン

ベてをご提案 可能です。 穏薮がつかめ ない。

過去の実績を 重富に持ってい

す。もちろん、年間1000ページ以上を制作するサウザンドデザインもお忘れなく。

で夢が広がる?

き出しは豊富。

は適正価格、
抑えるなら、こ
が、その分自社 印刷代でコスト
印刷会社を選 べる立場にあ れがもつとも正
しい答え。
デザインか外注
デザイン料金
当面のコストを
を抑えている。

は専門卸輪が

柔軟性

所短所をまとめてみましょう。貴教会に合った、ベストな方法が見つかるはずで

てきたので、ピ
や自由な発想
5Pの現場で舘に
提案を求められ
顎稀なる才能

制作がいない
ケースが多い。

コスト

ここで、チラシ制作をするにあたって、どの選択がベストなのか、それぞれの長

ります。

塾を理解し、明

ゴールの設定

ないので、御用
罷な提案がで 自由自在だが、
が難しいため、
内容について
お客様のご要
聞き。納期の粟

きる。急な愛妻

敵性は高い。

いつまでも決ま

ここをチェック!

1 。理解力があるが。

2コピーを書けるか。
3。Webへの展開ができるが。

らない。

.デザインカがあるが。
営業力

レイバナーな

葉ではないの
広告制作が本
で、嘗栗の必要

DMやデイスプ
ど、資金力に自社の広告宣伝
ろが多く、‑穀に
よって様々。

.適正価格が。

株式会社サウザンドデザイン代表取締役太田垣道宣
・ ・ ・兵庫県神戸市、牧師の家庭に生まれる。京都工芸繊維大

違法一

学を卒業後、太平洋放送協会、ゴスペルミュージックエクス
プレスを経てデザインの世界に復帰、当時80大規模だった
デザイン会社でトップセールスを記録する。 2009年に独立、
株式会社サウザンドデザインの代表に就任。通販媒体を中
心に、さまざまなセールスプロモーションの現場で活躍中。

音楽イベントPRにサウザンドデザインが選ばれる理由とは
有名アーティストの
実績多数
布施明・秋川雅史・織田哲郎・谷山浩子・
杏里(敬称略)他、様々なアーティストの告
知チラシ・ポスターを手が
げでまいりました。創業
以来リピートも多くいた
だいております。音楽イ
ベント告知においでは
一日の長があります。

イベントの告知として
必要な情報を熟知
イベント告知に必要な情報を網羅しており
ますので、チラシ原稿のご用意がなくても、
当社からヒアリングさせていただき、告知に
抜けのないようにいたします。また、アーティ
ストのネームバリューやイベントの規模の大

小に関わらず、その魅力を存分に引き上げ
るための表現ノウハウを蓄積しています。

短納期・低価格に挑戦
CD等のメディア販売が落ち込む昨今、
ペーパーメディアへの予算は削られる方向

にあります。当社は中間マージンを一切排
し、制作のみの適正価格でサービスをご提
供しています。また、キリスト教会さま向けに
はさらにお求めやすい価格を設定いたしま
したので、お気軽にお問い合わせください。

A4サイズ片面・オリジナルデザイン制作
フルカラー2,000枚印刷

18,800円(税抜)ィ護憲。
制作費総額

印刷代

お客孝志が

A4サイズ(90k)を

基本として算出

お支払いは揺る金額

例:大田原ギノスト教会さまコンサートチラシ

デザイン代・印刷代すべて込みの料金表※蒜詮議姥です。
創業以来セールスプロモーションの現場で培った企画力・デザインカは、

9年間、多くのお客さまからご好評をいただいています。広告は広告主の

臆臆臆漢調書艶

片面(1面) ]り刑【範斡̲

面間鴨i了訂I獲喜漢書喜 きり刑は驚喜喜喜喜喜患器

信頼度を上げ、そのサービスの良さを価値のあるものへ引き上げるため

30〇枚まで

「4,700円

のものでもあります。チラシを手に取る多くの方の心に届く作品を手がけ

50〇枚まで

「4,900円

てまいりますので、ぜひ一度お試しください。

1,000枚まで

世の中にコピー機がようやく普及しはじめたころ、弘の父は長老派の
牧師として開拓伝道をしておりました。もちろんPCやプリンターなど
教会にはなく、半透明の方眼紙に鉄筆で文字を書く、ガノ版で毎週の週報や地域へのトラフトな
どを印刷していたのを覚えています。今は印刷も安くなり、 PCで誰でも絵柄を作ることができま
す。便利な世の中になりましたが、本当にメッセージを届けるためには、より高度なデザインや見
せ方を追求する必要が出てきました。そこで我々のような専門のデザインプロダクションが存在
するのですか、より訴求力を上げるためには、まとまったご予算が必要です。当社は普段からイベ
ント告知の仕事を行なっているため、比較的安価で完成形へ近づけるノウハウがあります。わず
かながらでも、父が苦心していた分野に還元できないものかと考え、ギノスト教会さま料金プラ
ンを設定しました。この価格帯でのクオリティには自信があります。

23,200円
23ず800円

「6,2〇〇円

25,000円

2,0〇〇枚まで

「8,800円

27,600円

3,〇〇〇枚まで

2「,300円

30ず200円

23,70〇円

33,300円

4,000枚まで
5,000枚まで

26,〇〇〇円

36う6〇〇円

※印刷価格は変動する場合がございますo

密雲二、

告知はW 静ま知 チラシの訴求とは別に、教 ebサイトで! 人・関係者向け 会のWebサイトがある場合には必 言￣￣￣ここ‑‑

二ベント情報は記載しましょう! 初めてチラシを受け取うカ こ方は、たいてい電話の前にWe

チラシは何部印刷するのが一般的?

イトをチェックします。「定 マスなどの特別イベントはF 期の集会は教会のWebサイトでク
Bで告知する,」としそいる教会も多

もしれませんが、FBやTw の繋がりのツールと考えた itterなどのSNSはあくまで知 方がよいでしょう。シェアすることで 嘉 ¥ る

「DMの反響率は0,2%ほど」だと言われています。つまり1 ,000

連出して、問い合わせがあるのが2人(受注するとは限らない) 、と
いうことです。当社では「まず2,000枚」というオススメをし

の拡散も期待できますが、 まうため、新来会者の獲得I 教会関係者の繋がりの中で収まっ こ繋がりにくいことがあります。 てし ぶ
サウザンドデザインでは、チ

ています。というのは、印刷代は1 ,000枚以下ですと単価

の上昇率が高くなりますし、反響率の効果があらわれる可
能性が高いと考えるからです。

株式会社サウザンドデザイン代表取締役太田垣適量
・ ・ ・兵庫県神戸市、牧師の家庭に生まれる。京都工芸繊維大
学を卒業後、太平洋放送協会、ゴスペルミュージックエクス
プレスを経てデザインの世界に復帰、当時80大規模だった
デザイン会社でトップセールスを記録する。 2009年に独立、
株式会社サウザンドデザインの代表に就任。通販媒体を中
心に、さまざまなセールスプロモーションの碗場で活躍中。

ラシやパンフレットなどの紙媒体

の他

展望

終活トータルサポート情報誌
∴÷

[終活]
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を考える

圃創刊号

ぐ寵し巳

Pian to lead you a fulf川ed life

音特集 超高齢社会における教会

2025年問題とギ)スト教会
全人的ニーズに応える共同体の形成へ

ギ)スト教葬儀から宣教展開は可能か
死と向き合うとは、命と向き合うということ

高齢・格差社会の
新しい社会インフラを目指して
おとむらい牧師派遣の活動から

お勧めしたい1冊
■編集局

ポッと一息ぶらり編

喜寄稿終活に思う
ホスピスから始まる信仰生活

良い姿勢は人生を変える
いっまでも自分の足で元気に歩こう
社会保険労務士 健康ウオーキング指導士 富所正史

わたしの終活
編集後記
01
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ライフワークス社があなたの終活を、
全力でバックアップします!
[会員特典]

●葬儀費用やオプションのサービス●無料事前相談●終活最新情報をお届け

※盟難戦二●∴

●●●
二●/二十
LIFEWORKS I庵ふhl"寡。鬼二㌧

充実のバックアップ!その他特典色々鳴羊しくはホームページで!
○●○
●●●
㊨●㊨
㊨●㊨

賠闇無醍蒜諸芸諾≒ィブウー珊土まま望袈閑』蟄

ライフワークスメディア出版社

新刊冊子
「終活STYLE」
発行/ライフワークスメディア出版社

Take Free

絶賛配布中!

絶賛発売中!
国際宣教センター新刊ブックレット

「日本宣教におけるキリスト教葬儀」
‑開かれたギ)スト教葬制文化を目指して‑

発行/東京基督教大学国際宣教センター

㊥東京重殺大竿00離センター

定価: 1,000円十税

臆お申し込み方法・詳細等は裏面をご覧ください。
田6/23[土]13:30‑16:30(受付13:00‑)
会場/千葉グ)スチャンセンター4F 定員40名
囲6/29[金]19:00‑21:00(受付18:30‑)
会場/VIP関西センター8F B室 定員20名
園7/7[土]14:30‑17:30(受付14:00一)
会場/東京プレヤーセンターOCCビル4F

定員40名

スペシャルイベント紹介
テーマ

「実践神学を学ぶ夏の3日間」開催決定! 「葬儀」
東京基督教大学 国際宣教センター監修発行

ブックレット「日本宣教におけるや)スト教葬儀」発行記念
一開かれたキリスト教葬制文化を目指して一

題第1回実践神学講習会実践補筆セミナー開催!
●日時こ2018年7月19目[木工・20[金]・21日[土]
開会/19目10:00(受付AM9:30 )閉会/21日(PM1 2:OO)

(冨田7/14[土]13:30へ16:30(受付13:00へ)

会場/山の上教会グレイスチャペル 定員60名

●会場こ東京基督教大学・国際宣教センター
●定員;30名●参加費こ1 1事O〇〇円(教材費含む)
※申し込み締切/2018年6月2〇日(水)迄

田圃9/29[土] 13:30へ16:30(受付13:00へ)

会場/西南学院大学百年館(松緑館)定員70名

囲お問い合わせ・お申し込み
TEL : O476・31 "5522 FAX : 0476‑31.5521
E‑ma旧jmr@tci.ac.jp h耽)://www.tcj,aC.jp

*全会場定員制になっております。早めの事前申し込みをお勧め致します。
*各会場で講師内容等異なりますので裏面をご参照下さい。

〒270輸1 347千葉県印西市内野3‑301 ‑5‑1

東京基督教大学国際宣教センター日本宣教リサーチ

基の薫寮朱印の弗向へ送信してください。

圏圏閣
○お名前※ フリガナ

※複数名でお申し込みの場合、

ロ牧師 □役員 ロー般信徒 □他(

)

こちらの欄に氏名をご記入くださいo

○ご住所 〒
○メールアドレス

○希望会場

□千葉 □東京 □横浜 □大阪 □福岡

○所属教会

ロセミナー講演タイトル

倉沢正則先生 講演会場【千葉・東京・横浜・福剛
「未信者にも開かれたギ)スト教葬儀を目指して」

篠原基章先生 講演会場【大阪】
「キリスト教葬制文化の形成を目指して」
日本の教会はどのように死者儀礼と向き合ってきたのか?

倉沢正則先生

時事踊れ間K服し洲′こ!

中央大学卒業後、東京基督神学校、フラー神学大学院
(米国)で神学と宣教学を学ぶ。東京基督教大学元学長、
現在、同大学神学部・大学院神学研究科特任教授(宣教
学) 、同大学付属国際宣教センター長、日本宣教学会理
事・事務局長、日本ローザンヌ委員会委員長、日本同盟基
督教団沼南キリスト教会牧師。

石村修善 諮演会場【福岡】
「高齢・格差社会の新しい社会インフラを目指して」

篠原基章先生

野田和裕 講演会場【千葉・大阪・東京・横浜】
「教会における終活フル活用術!」

働きを経て、米国・カルサイン神学校修士課程、トリニティー

●講師:1部/倉沢正則先生

2部/野田和裕

千葉グ)スチャンセンター4F 13:30へ16:30(受付13・00‑)

千葉市中央区新宿2ふ2 [JR千葉駅徒歩10分] [京成千葉中央駅徒歩4分]

●諮師:l部/篠原基章先生

大阪市中央区北浜2‑3‑10 [京阪電車・地下鉄堺筋線北浜駅徒歩0分]

東京基督教大学神学部卒業。日本国際飢餓対策機構の

神学大学院博士課程を修了。専門は宣教学。現在、東京
基督教大学神学部准教授。 〔論文〕 「宣教の民としての教
会論一福音派の宣教の神学における宣教的教会論の意
義を巡って」 (『宣教学ジャーナル』第8号、2014年)、 「宣
教と教会‑20世紀の宣教思想史を踏まえて」 ( 『福音と世
界』12月号、20」5年)など。※今回、発行のブックレットの
著者の一人として論文を寄せている。

2部/野田和裕
00へ)

横浜市西区中央l‑22‑3 [京急戸部駅・相鉄平沼橋駅徒歩7分]

●講師:1部/倉沢正則先生
2部/特別講演: NPO法人おとむらい牧師隊
西南学院大学百年館(松緑館) 13:30へ16:30(受付13‥00‑)

福岡市早良区西新6丁目2‑92 [福岡市営地下鉄西新駅徒歩5分]

□お問い合わせ:株式会社創世ライフワークス社 ダブル発行記念セミナー運営事務局
鎌倉運営事務局:TELO467‑81‑3927 FAXO467‑8l‑3929
大阪運営事務局:TEL.0120‑364‑392 FAX.06‑4256‑8786

単両町)、旧昌仙「1し脱

NPO法人おとむらい牧師隊理事長・プロテスタント教会
専門葬儀業オリーブ山葬祭代表・フォースクエア・バイブ

卒業後、日本人伝道を志し帰国。教会外の人々が牧師・ク
リスチャンを招いて話を聞きたくなる方策を考え続けておとむ

らい牧師隊を着想、結成に至る。全国で〇年に22万作行
われている直葬全てにボランティア牧師が紹介される仕組
みづくりを目指している。また福岡県を拠点とするプロテスタ
ント教会専門葬儀業者「オリーブ山葬祭」代表として「葬儀

千代田区神田駿河台2‑1 [JR御茶ノ水駅徒歩3分]

山の上教会グレイスチャペル13:30へ16:30(受付13

石村修善

ル・カレッジ(ブイ、iノピン・マニラ)卒業。フィリピンの神学校を

2部/野田和裕

OCCビル404号室東京プレヤーセンター14:30‑17:30(受付18.30‑)

●諮師:1部/倉沢正則先生

S鉦n。上1猶

2部/野田和裕

VIP関西センター8F B室19:00‑21:00(受付18:30‑)

●細面:l部/倉沢正則先生

河1(、硬k

〒248‑0016神奈川県鎌倉市長谷1‑1‑42 1F

は礼拝」 「グノスチャンの葬儀をクリスチャンスタッフの手で」
をモットーに北部九州諸教会の葬儀インフラとして活躍中。

野田和裕

K揺し高l冊N(融

株式会社創世ライフワークス社代表取締役。東京基督
教大学神学部神学科卒。祖父(福島県:聖光学院高等学
校創設者)のゲノスチャンビジネスマン精神にならい、単独、

商人の街、大阪に移り、キリスト教専門葬儀社、株式会社
創世ライフワークス社を設立。20年間のキリスト教専門の
葬儀経験を生かし、新しい葬儀の形・仕組み・低価格の提
案を目指し事業を展開。近年は、関東と関西にオフィスを設
け、終活そして葬儀をトータル的にサポートする事業展開を
目指している。セミナー実績として、日本全国300ヶ所以上
でセミナーを実施。延べ9000名が受講。実践的でわかりや
すい内容には定評がある。

〒560‑0052大阪府豊中市春日町5‑3‑15 1F‑B

福岡運営事務局: TEしO804350‑5399 (担当直通) FAX.092‑408‑7682 〒81l・1203福岡県筑紫那珂Ii旧片組北2‑17.21

H P:WWW.iife‑WOrks.co,jp E‑mai=nfo@Iife‑WOrks.co.jp

鯉億塾

当記念セミナーは「明日の世界宣教者育成」丁CU支援会を通し神学
教育の活動を応援します。セミナー内で販売するフックレットの収益の

‑部は、東京基督教大学「明日の世界宣教者育成」丁CU支援会に

献金致します。

ライフワークス社は、

良き隣人として仕えることを目指しています。
わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。ヨハネの福音書14章6節

キリストは死を滅ぼし、福音によって、いのちと不滅を明らかに示されました。テモテへの手紙第二1章10節

祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行くほうがよい。
そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。伝道者の書7章2節

ライフワークス社とは。
当社は、キリスト教精神を土台とし、キリスト教葬儀という立場から、主イエス・キリストの福音
の働きを志し、証を立てることを目指す企業です。

ライフワークス社が目指す葬儀とは。
●主なる神が中I亡、となる葬儀

●グ」スチャンによるクリスチャンのための葬儀

●残された遺族に対する慰めとなる葬儀

●地上の生涯を終えた亡骸を神に感謝し、丁重に葬る葬儀
●召された方の生涯から、キリストの証を立てる葬儀
●一人でも多くの人へ、伝道となる葬儀

キリスト教葬儀専門
当社は、グ」スチャンスタッフによるクリスチャンのためのキリスト教専門の葬儀社です。搬送から

火葬、各種手続き等葬儀全般はもとより葬儀後の納骨・返礼晶・墓地・墓石の販売・遺品処理等の
アフター。フォローまで行っております。また、キリスト教葬儀に関するセミナーも実施しています。

漢葬儀全般音葬儀備品販売・貸出囲生花全般看墓地紹介・墓石販売

フューネラルコーディネート
当社は、フューネラルコーディネート(キリスト者としての葬儀のあり方を考える)として自分史・証

集作成、メモリアルDVD、最後の言葉DVD作成、遺言書作成、生前遺影撮影など各種フューネラ
ルプランをサポートします。
※終活分野から葬儀、アフターサービスまで、ご不安のことがあればなんでも当社にご相談ください。

※葬儀この各種手続き
もサポート致します。
(返礼品・墓地・遺品処
理・散骨)

当社へご連絡くだ 直ちに出動し、目
牧師i葬儀社と共 役所・火葬場の手 打ち合わせ内容に 納骨・各種返礼・記
さい。24時間受け 的場所へ搬送致し に葬儀の‑連の目 続きを当社が代行 合わせ、主なる神 念品・讃手続き。
付けております。

ます。

程を決定致します。 致します。

を中心とし、式を執
り行ないます。

※葬儀に際して、以下のものを準備しておかれるとスムーズです。
□遺影用のお写真:プリント・デジタルデータ ロ届出人様の姓の認印(シャチハタは不可) □火葬料金 おおよそ1万円へ10万円

ギ)スト教専門葬儀社、No.1の安心を目指してライフワークス社の約束
教会のエンディングアドバイザーとして仕える
私たちはクリスチャン企業として、教会の活性化を願っています。その‑端を担うた
め、教会の葬儀、終活に関すること全てを請け負います。
キリスト教専門葬儀社として教会に仕えていく以上、自らの専門性を生かし、教会の力
になることが使命であり、存在意義であると考えています。

葬儀自体はもちろんのこと、終活セミナー、生前相談、墓地・墓石、遺産・相続手続き、
遺品整理‥葬儀、終活にまつわることなら、全てライフワークス社にご相談ください。
一般社団法人終活カウンセラー協会認定のスタッフが丁寧に対応いたします。

わかりやすい費用を提示する
葬儀費用はわかりにくいと言われがちです。確かにそのケースによって、葬儀の規模
や必要なもの、こだわりが違い、一律で葬儀費用を設定することはできません。
そんなわかりにくいものだからこそ、安I亡ルてお任せいただけるよう、事前にお見積書

を提示、全ての項目についてご説明いたします。
言われたことだけを実行する̀ 葬儀屋さん

ではなく、ご家族ご自身も気付かないご要

望を汲み上げ、愛と感動に溢れたご葬儀を提供する1i葬儀コンサルタントi としてお手

伝いします。

顔の見える活動を推進する
愛する方の召天直後は茫然自失の状態で、神経をすり減らしているご家族が大多数
です。

そんな状態で見知らぬ葬儀社のスタッフと打ち合わせをし、不安の中で葬儀を進めて
いって良いものでしょうか。事前に信頼関係を築いておくのは難しいかもしれません
が、せめてスタッフの顔を見たことがあればそこに安心感が生まれると考えています。

業者対顧客1 という関係ではなく、

人間対人間として、痛む心に寄り添ってお手伝

いしたい…そのためにも、ホームページやパンフレットにスタッフの顔と名前が見える

ように記載します。

また、終活セミナーや講演会等、様々なイベントを通して、皆様と弊社スタッフが直接

お会いする機会を設け、可能な限り信頼関係を築けるよう、努力します。

3:8 」IF巳WORKS
㊨●㊤ woRKiNG FOR THE GOSPEL

株式会社創世ライブワープス社
□鎌倉メインオフィス〒248‑001 6神奈月惧鎌倉市長谷1 ‑1 ‑42‑1 F FAX.046781‑3929 E‑mail‥tOkyo@life‑WOrks・CO.jp琵琶0120"370‑392

□大阪オフィス〒560‑0052大阪府豊中市春日町5‑3‑15 1 F‑B FAX.06‑4256‑8786 E‑ma帖nfo@iife‑WOrks.co"jp

□東京オフィス〒1 21 ‑0063東京都足立区東保木間十26‑1 3 E‑ma冊Okyo@iife‑WOrks.co.jp

直垂0120‑364‑392

面Ei O120̲1059‑44

世界最大の日曜学校を創立し、拡大させ続ける、真実の言葉は、
あなたの内に働く驚くべき力を目覚めさせ、行動を起こす力を与えます。

割レ・ウイルソン・セミナ臆201 8
同時通訳:万代栄嗣

・札幌こ6月3〇日(土)

・東京こ7月6日(金)

・沖縄:7月3日(火)

・名古屋:7月7日(土)

・沖縄:7月4日(水)

詳細はいますぐ裏面をチェック。

囲
翻隷隠主催,メト。.ワ̲ルド.チャイルド.ジャパン
Providing hope. Bulldlng futures

ヒルウイルソンセミナ鵜羊細情報
◆札幌: 6月30日(土)午前10時30分・午後2時30分
会場:サンピアザ劇場(厚別区厚別中央2条5‑7‑5)登録費:おひとり1,000円※

沖縄: 7月3日(火)午後7時30分
会場:沖縄リバイバルチャーチ(浦添市沢嶋1‑9‑28)入場無料※

沖縄: 7月4日(水)午後7時30分
会場:海瀬バプテスト教会(沖縄市古謝2‑26‑24)入場無料※

◆東京: 7月6日(金)午後2時・午後6時
会場:日本橋公会堂(中央区日本橋蛎殻町1‑31‑1)登録費:おひとり1,000円※

◆名古屋: 7月7白く土)午前10時30分・午後2時30分
会場:吹上ホール・ 9F展望ホール(名古屋市千種区吹上2‑6‑3)登録費:おひとり1,000円※

◆マークの集会は事前登録が
必要ですので、お申し込みを
お願いいたします。

※すべてのセミナーで席上献
金があります。
ブログ
http://metrojapan.seesaa.net/
J

7月6日(金)・東京会場

7月4日(水)・沖縄会場

波頭環

泡瀬バプテスト教会

醍〇、謹言

∵∵∵‥薫或溝∴‑

聴†請看
""中櫨方面 雷電クi)ニ7ク 漢 マックス′りユー ○

一一一一 口等諾ト

サンエー古賀好看 貫日東 音 数 i瀧㌢
二言南ア中盤轄ト

国 人樹
日比谷線 控才と蚕出口
、■聴音 ・一室茅増田丁 開聞さ糞ゝく

葛、十二減 軽撥鍵盤.に三
水天(雪

駅6蛋出口

甲種

喜ハードオフ

マン閣

・7淡¥瓢
∴;∴∴

即勝田○○

匿畳護憲霊室艶麗読経蓑護

国憂国

㈲

○○善さ闘1胎 ●安原入し 漢サンエーま越後

海瀬粗悪

ロバス停から徒歩5分

●東京 メトロ半蔵門線水
天宮前駅6番出口ノ
●日比谷線人形町駅A2出口徒歩5分
●東西線茅場町駅4‑a出口徒歩10分

徒歩2分

お申し込み・お問い合わせは メトロ・ワールド・チャイルド日本事務所

端聖書アプリ

萎三二≡:二重
無料ツール4点を1冊ずつまと
めて送料無料でお届けするサンプ

①neHope

ルセットもご用意!
公式SN5では、新ツールや新企画の
最新情報はもちろん、活動の報告やお
祈りの課題を配信しています!
お気軽にフォローしてください!

OneHope注文FAX田繍
(FAX:O5O‑373O‑8289/Webからも注文できます)

こども聖書アプリブック

1セット:200冊(無料)

籠亮塾

∴

∴

∴

∴

∴

クリスマス・藷聖のストーリー

1セット:200冊(無料) 1

セット
セット1

∴

∴

∴

∴

∴

∴

○○

ホープナビ

∴

∴

∴

∴

∴

∴

∴

∴

∴

∴

∴

○○○

○マンガミッション

そ

÷∴∴」∴∴言

窯
∴cヽ中一

悪

意

1セット:200冊(無料)

「セット:200冊(無料)

::::i

セット

セット
￣

〇〇〇￣

〇〇〇￣

∴

￣

∴

町

OneHopeサンプ/しセット

i送料無料i i※1人1セットi

OneHopeの無料ツール、 「こども聖書アプリ7 ソク」 「ホープナビ」

「マンガ・ミッション」 「クリスマス希望のストーリー」の4点をまと

めて、送料無料でお届けいたしま克,∴∴∴百●注文する(無料)

∴

∴

∴

∴

∴

∴

∴

一一一￣丁テゥら弄う壷ニラ霜害毒す十°

ホープクラブセット 、ックオブホープ与冊I
ブックオブホープ5冊

十教師用ガイド1冊1

十教師用ガイド(CD付)1冊

与00円×̲セット

データブック

900円×臆セット

有料品合計
1冊単位で販売
800円× ̲冊

※配送料のご負担をお震いしていますこ(着払し¶
有料ツールには振込用紙を同梱。配送の関係で小分け不可です。ご使用いただけるなら何セットでもご注文ください。

個人での注文も歓迎ですその場合も、参考までに教会名をお書きください。
配送はすべてゆうパックまたゆうメールを使用。通常1 ‑2週間でお届け。詳しい配送料等はWebサイトをご覧ください。
ふりがな

ふりがな

お名前

教会・団体名
都道

丁̲‑鵜

住所

ご連絡先(丁ei)

(□自宅の住所)

府県
(Ema=)

お問い合わせ担当:宇賀飛翔

neHope

Website: Onehopejapan.net

丁el:090‑931 2‑9620 FAX:050‑3730‑8289 Ma冊ishouga@onehope.net

事務所〒170‑0013

東京都豊島区東池袋3‑7‑9 AS ONE東池袋ビル3F

￣￣フ二三週主峰三㌢室筆

書漢

4I「4の富岳動全回カンファレンス20「8 『もっとひらこう、÷どもへの窓!』
上9月8日(土)10:00‑16:00
踊躍顕

:山崎製パン総合グノエイシヨンセンター
:日本4/14の窓運動関東サーバントチーム

嗣翻翻関門﹂

JCE6子どもプロジェクト

:次世代ミニストリーに重荷や関心のある方
(教職者・ CSの先生・ユース・子育て中の方など)

園

※並行してキッズプログラムもあります

り

徒

大

大

歩

5

日先着)

円円円

高校生以下:500円

大友幸証・田辺岩雄・後平‑ ・松本順・水村光義
斉藤千恵子・オープンクラウド・ TCUわわわクラブ
ホーランド愛子ほか(敬称略)

分

生:1000円

よ

台です(当

円

目徒

学

いノ

繋襲姦撃‑望

大

人:1500

3

大

丁

『」et s公園伝道!』 『ミッショントリップ』 『性教育』
『デジタルネイテイヴ世代へのアプローチ』など

川よ
南口

成 線『国
場の駐車場は約

『地域教会の子どもへの取り組み』 『ことも食堂』
『教会学校かノキュラム』 『夏休み日帰りキャンプ』

南北駅00

二塞議翠‑﹂‑

JR総 武 線『市

訓馳台

〒2了2○○034千葉

県月府

論詰

午前:オープニング・講演
午後:分科会①②・クロージング

人:2000

学

生:1200

高校生以下:500

※昼食代込みです。 ※当日席上献金があります。
※http://4to1 4window.」p/の特設ぺ喜ジから詳細情報を

ご覧頂けます。

076‑237‑239
201 8年9月8日(土) 4/1 4の窓運動全国カンファレンスに参加します。
﹁ ‑ 1‑一爵闇溺類

代表者氏名
参加者内訳

大人【1,500円】

大学生・院生・神学生【1,000円】
小・中・高校生【500円】

キッズプログラム参加

名

名
̲名

小学生以下【500円】、

名

﹁
〇
一

住所またはE葛maiI

一
一

{ ‑

電話番号

https://goo,gI/fo「ms/

‑ ﹂ 一

fXOyP7q⑦IpWf⑦U7」2

教団・教会名

事前申し込みの締め切りは8月27日(月)です。事前申し込みなしで当日参加される場合は参加費が異なります。
高校生以下の参加者は牧師の許可を取ってください。送られた内容は4/1 4の窓運動関東サーバントチームが適切に管理いたします。
【あ問合せ先】Maii:

回
「○○

4to14window.j

p@g

4/14の窓運動は、心のやわらかい次世代(4才‑ 14才)の救
いと成長のためiこ、次世代へのアウトリーチ・伝道・支援・教育・
派遣を優先的iこ考える世界的な運動です。日本4/1 4の窓運動
は、世界4/14の窓運動と連携し、日本の諸教会・超教派団体
と協力し合って運動を進めています。
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mail.com

Tel:03‑3618‑3081

(本澤)

JEA,日本ローザンヌ委員会,グノスチャン新聞,CS成長センター,CGNTV,7MEDiA,

サマリタンズ・パース,日本CEF,レインボー・ミニストリーズ,Awanaジャパン,
h主b.a.,OneHope,JCM,スマイルハウス,MEBiG,OM日本,Jesus Family,

ファミリーフォーラムジャパン,新生宣教団,JEMA,JCFN,CSK,J十Passion, KFSM,

チアにっぽん,オペレーションセーフ,OCC首都圏宣教ネットワーク(順不同)

